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ピアノの詩人ショパンは繊細で引っ込み思案な性格だったが、同時代の芸

術家やロマン派の音楽家と親しく交際した。結核に冒されつつも数々の珠

玉の作品を残したショパンの実像に迫る。

『ショパンとロマン派の音楽』

著　者：カルロ・カヴァッレッティ　　　　
ヤマハミュージックメディア　1999.7
請求記号：762ヤ
★中央・永福・宮前・他1館所蔵

リサイタルという形式を発明し、音楽史上もっともモテた男、フランツ・

リスト。誕生から青年時代までを辿り、「サロン」「巡礼」「ショパン」など

リストを巡る様々なキーワードを通じて、リストとは何者かをひも解く。

著　者：浦久 俊彦
新潮社　2013.12
請求記号：762リ
★中央のみ所蔵

音楽、恋、友情、そして大国に翻弄され続けた祖国ポーランドに、身も心

も引き裂かれたショパンの青春。栄光と挫折のウィーンを経て、自由と芸

術の都パリを目指すまでの軌跡を描く。2002年刊「革命とショパン」の

再編集。

著　者：石井 清司
ヤマハミュージックメディア　2009.10
請求記号：762シ 
★中央のみ所蔵
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一般

ピアノ曲の作曲家の絶対的エースの座に君臨するこの二人。
いつも人生に寄り添ってくれる曲ばかりです。身近な音楽になって
いますが、ショパンとリストを掘り下げて考えたいときがやってき
ます。今また甘い旋律を聴いて心を温めませんか。

展示期間：２/２(金)～２/２８(水)

ー２ー

762
リ

一般

『ドラマティック・ショパン』
                  ～人生を決めた選択～

ショパンとリストショパンとリスト

『フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか』
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『リンゴを皮ごと食べれば腸がきれいになる！』 

著　者：田澤 賢次
実業之日本社 　2014.9
請求記号：498.5タ
★中央のみ所蔵

一般

385
ヤ

一般
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２月１日から２月７日は「生活習慣病予防週間」です。
関連する本を展示コーナーにて紹介しています。

リンゴの中でもとくに皮の部分に多く含まれているアッ
プルペクチンが腸内環境を整え、大腸ガンや生活習慣病
などを予防する! アップルペクチンのパワーや作用、効
率的な摂取法を紹介。

心があたたまる本

展示期間：２/２（金)～２/２８(水)

『結婚式で本当にあった心温まる物語』 

著　者：山坂 大輔
あさ出版　2011.8
請求記号：385ヤ
★中央のみ所蔵

寒い冬に、「ホッコリ」心があたたまる本を集めてみま
した。

父から息子へ、母から娘へ、息子から母へ、娘から父へ、祖父母から

孫へ、親族から新郎新婦へ…。ウエディングプランナーが、これまで

携わった数々の結婚式で本当にあった感動のハートフルストーリーを

紹介。

生活習慣病予防



10代の読者(ヤング・アダルト）に向

けて、中央図書館では毎月テーマを決

めてオススメ本を紹介しているよ！

YA棚も、ぜひぜひ見てみてね

展示期間：２／２(金)～２／２８(水)

しおりの日課は、憧れのいとこ・美弥子さんが司書をしている図書館

へ通うこと。そこでは、日々、本にまつわるちょっと変わった事件が

起きていて…。“日常の謎”を描くミステリーの名作。書き下ろし短

編も収録。

『晴れた日は図書館へいこう １』

著　者：緑川 聖司

ポプラ社　 2013.7

請求記号：BGミ

★中央・西荻・方南　所蔵

モ123
保存庫

新刊ピックアップnew
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少しだけいつもと違う時間が過ごせる場所、図書館。
そんな図書館を舞台にしたお話を集めました。
行ってみたい図書館もあれば、絶対に行きたくない図書館も。
本の中のいろんな図書館を訪ねてみて下さい。

職員の目を盗んで閉館後の図書館に居残ろうとする少年たちが次々

現われた。いったい何を狙っているのか? 新米司書・文子と先輩の

能勢がめぐり合う、本の旅人たちの悲喜交々の物語。

『れんげ野原のまんなかで』

著者：森谷 明子

東京創元社　2005.2

請求記号：モ123

★中央・高円寺 所蔵

図書委員の高校2年生・かずらの気の合う男友達で委員仲間の大地が、

可愛い後輩・あゆみとつきあいだした。彼女なんて作らないって言っ

てたのに…。地方の高校を舞台に、悩み、揺れ動く図書委員たちを描

く。

『吉野北高校図書委員会 1』
　　　　　　　　

『和尚さんにきいてみよう!
                           大切なこころのはなし』

著　者：山本 渚

KADOKAWA　角川文庫　2014.6

請求記号：BGヤ

★中央・柿木・今川所蔵

親の言うことは聞かないといけないの? 友達に無視されたらどう

する…? 子どもたちが感じる身近な疑問や悩みに、和尚さんがお

釈迦様の言葉やこれまでの経験を踏まえてやさしく答えます。幸

せに生きるためのヒントが満載。

著　者　南泉和尚

ナツメ社　2018.1

請求記号：160ナ

★中央のみ　所蔵

160
ナ

児童

図書館が舞台のお話

ミ

ヤ
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月の

催し物ご案内２
杉並区立

中央図書館

小泉八雲、平岩弓枝作品ほかの朗読。
主催・問い合わせ：やよいの会・三浦（電話03-3313-8045）
後援：杉並区教育委員会

２月２５日

（日）

時間：午後２時～午後３時３０分(開場：午後１時４５分)

会場：地下視聴覚ホール

対象：どなたでも　

定員：４0名　※申込不要、直接会場におこしください

「大人のための読み語り」

昔話や創作の語り
主催・問い合わせ先：マザーグースの会・林　電話03-3393-2389
後援：杉並区教育委員会

３月３日

（土）

時間：午前１０時～午前１１時３０分(開場：午前9時４０分)

会場：地下視聴覚ホール

対象：高校生以上　

定員：６0名　※申込不要、直接会場におこしください

「大人のためのおはなし会」

１９８９年　日本
監督：今村昌平　脚本：石堂淑朗／今村昌平　
出演：田中好子／北村和夫ほか

平凡な庶民の日常生活を通し原爆の恐ろしさを描く、井伏鱒二［１８
９８年（明治31年）2月15日～１９９３年（平成5年）7月10日］
の同名小説の映画化。
井伏鱒二は昭和２年から亡くなる平成５年まで杉並区に住んでいた。

２月３日

（土）

時間：午後２時～午後４時５分(開場：午後１時３０分)

会場：地下視聴覚ホール

定員：５0名(当日先着順)

対象：どなたでも　

※申込不要・出入り自由

「黒い雨」井伏鱒二　生誕１２０年

ー７ー

★特別整理(蔵書点検等)による臨時休館のお知らせ
特別整理(蔵書点検)を行うため、下記の日程で臨時休館いたします。

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますとともに、休館日に
ご注意のうえご利用くださるようお願いいたします。

中央図書館 ２月１３日（火）～２月２２日（木）

図書館でボードゲームをやりませんか？中央大学杉並高等学校ご協力
のもと、ボードゲームイベントを開催します。ルールがわからなくて
も大丈夫！たくさんのご参加をお待ちしています。

３月２５日

（日）

時間：午後１時～午後４時

会場：地下視聴覚ホール

対象：中学生・高校生（小学４年生以上）　定員：20名

「ボードゲームをやってみよう！」
中高生向け

３月３日

（土）

●『子どもに本を—石井桃子の挑戦１「ノンちゃん牧場』
２０１５年　日本
石井さんは友人たちと「ノンちゃん牧場」を開墾し、後の活動の原動
力となる。上映時間35分

●『子どもに本を—石井桃子の挑戦２「子どもと文学』
２０１５年　日本
欧米を視察した石井さんは、「日本でも児童図書館をこのように充実
させよう！」と決心する。上映時間49分

時間：午後2時～午後３時25分(開場：午後１時30分)

会場：地下視聴覚ホール

定員：５0名　※申込不要・出入り自由

「子どもに本を—石井桃子の挑戦１・２」

期間：２月３日(土)～２月２８日（水）
場所：１階特別展示コーナー（ＣＤコーナー横）

ルイス・キャロルの手により生まれた「不思議国」出身のアリスは、
19世紀半ばにイラストレーター、ジョン・テニエルによる絵姿で、
その生誕から150年を超えた現在も世界中で親しまれています。
ジョン・テニエルによるアリスと、日本のアーティスト/イラストレーター
の手によるアリスをご紹介します。

企画
展示の
お知らせ 日本の画家が描いた 「不思議の国」 のアリス



月の予定　２

杉並区立中央図書館の

★おはなし会

★あかちゃんタイム

毎週水曜日　午後３時～
毎週日曜日　午後２時３０分～
場所：児童コーナー奥　おはなしの部屋

開館時間
月～土 ９：００～２０：００
日祝　 ９：００～１７：００
印のついた日は休館日です
印のついた日は午後５時までです

毎週火曜日午前１０時３０分～正午
場所：児童コーナー
保護者の方が乳幼児と一緒にゆったりと気兼ねなく図書館を
利用できるよう、図書館スタッフとボランティアがサポート
いたします。あかちゃんのための絵本の選び方など、お気軽
にご相談ください。

日 月 火 水 木 金 土

・ ・ ・ ・ 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22  23   24

25 26 27 28 ・ ・ ・

おはなし会

おはなし会

映画会

おはなし会

おはなし会

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

おはなし会
えいごおはなし会

★２/13( 火 ) ～２/22( 木）は蔵書点検のため休館いたします
★児童向けイベントの詳細は「なかよしつうしん」をご覧ください

毎月第２日曜日　午前１０時３０分～
場所：地下視聴覚ホール

★えいごおはなし会

２月は蔵書点検のための休館期間があります！

読み語り

科学あそびの会


